
 

 

                                                 令和元年 7 月吉日 

会員 各位 

                                       香川県臨床検査技師会 

                        血液検査研究班 班長 杉 理恵 

  

令和元年度 香川県臨床検査技師会・４県合同 血液検査研究班 

「初任者研修会」ならびに「形態検査研修会」のご案内 

 

謹啓 

盛夏の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、

研究班活動にご協力ならびにご参加いただき厚くお礼申し上げます。この度、令和元年度

香川県臨床検査技師会・４県合同 血液検査研究班研修会を下記のとおり開催いたします

のでご案内いたします。 

四臨協の解散後、４県合同研修会の内容や開催方法については試行錯誤の状況が続いて

おりますが、今年度は基礎知識の充実を目的とした「初任者研修会」と鏡検実習を主体と

した「形態検査研修会」を連日開催する形式といたしました。また、かつて実施していた

標本による形態サーベイを初任者研修会の検討症例標本（２症例）として事前に配布・閲

覧する形式で再開いたしますので、分類値などの回答にご協力をお願いいたします。  

皆様にとって有益な研修会になるよう世話役一同心して準備をすすめておりますので、

ご参加をよろしくお願いいたします。 

謹白 

 

記 

 

日 時  ：「初任者研修会」   令和元年 9 月 28 日（土） 13：30～17：00 

      「形態検査研修会」  令和元年 9 月 29 日（日）  9：15～15：40 

 

場 所  ：香川大学医学部 臨床講義棟（初任者研修会）、実習棟（形態検査研修会） 

       〒761-0793 香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1  

TEL:087-898-5111（代表） 
 

主 催  ：香川県臨床検査技師会 血液検査研究班 

 

参加費など：「初任者研修会」    参加費 2000 円 

      「形態検査研修会」 参加費 2000 円 

※9 月 28 日（土）懇親会 5000 円（予定）も合わせて 

参加募集いたしますので、研修会と同時に申し込み下さい。 

 

申し込み締め切り：令和元年年 9 月 6 日（金） 

  「形態検査研修会」は、最大 80 名とさせていただきます。（先着順） 

      「形態検査研修会」では、ランチョンセミナーを開催しますので、 

               昼食の準備は不要です。 

 

問い合わせ先：〒791-8026 愛媛県松山市山西町 880-2 

       済生会松山病院 検査部 渡辺 智昭 

       TEL:089-951-6111 FAX:089-953-3806 

       mail:kensa@matsuyama.saiseikai.or.jp 

     



 

 

 

令和元年度 香臨技・４県合同 血液検査研究班研修会 参加申し込み用紙 

 

申し込み締め切り：令和元年 9 月 6 日（金） 

    申し込み方法：FAX または mail にて下記まで申し込み下さい。 

   （電話は業務の妨げになりますので、なるべくご遠慮下さい） 

 

送付先： 

〒791-8026 愛媛県松山市山西町 880-2 

       済生会松山病院 検査部 渡辺 智昭 

       TEL:089-951-6111 FAX:089-953-3806 

       mail:kensa@matsuyama.saiseikai.or.jp 

     

 

 

施設名：                  連絡担当者：           

 

電話番号：             メールアドレス：             

 

 ※会員番号と氏名を記入。参加する行事に○を記入して下さい 

 

 

会員番号 

 

氏名 

初任者 

研修会 

2000 円 

懇親会 

5000 円 

（予定） 

形態検査

研修会 

2000 円 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

※宿泊される場合は、各自で手配をお願いいたします。 

 ※香川大学医学部へのアクセスや構内案内図は、ホームページなどでご確認ください。  



 

 

 

プログラム： 

 

 令和元年度 香臨技・4 県合同 血液検査研究班「初任者研修会」 

 
令和元年 9 月 28 日（土） 香川大学医学部 臨床講義棟 

13：00～13：30 参加受付 

 

総合司会：三豊総合病院 藤村 一成 技師 

   13：30～13：35 開会挨拶 

        香川県臨床検査技師会 会長 荒井 健  技師 

   13：35～13：45 オリエンテーション 

      三豊総合病院        藤村 一成 技師 

 

１．「明日から役立つ基礎講座」 

           座長：済生会松山病院     渡辺 智昭 技師 

13：45～14：15 「フローサイトメトリーの原理と読み方」 

    香川大学医学部附属病院  瀬尾 佳代子 技師 

14：15～14：45 「凝固検査の基礎」 

         徳島大学病院        管﨑 幹樹 技師 

 

    （10 分、休憩） 

 

２．「症例検討」 

           座長：徳島大学病院     井上 雄介 技師 

   14：55～15：20 「症例Ａ」 

        高知大学医学部附属病院   朝霧 正  技師 

   15：20～15：45 「症例Ｂ」 

        愛媛県立中央病院      星衛 雄樹 技師 

 

    （10 分、休憩） 

 

３．「特別講演」 

           座長：香川県立中央病院    杉 理恵  技師 

   15:55～16：55 

    「～臨床医の知らない世界～ 検査技師が読み解くＣＢＣ」 

   徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 

井上 千尋 技師 

 

   16：55～17:00 閉会挨拶 

香川県臨床検査技師会 血液研究班班長 

  香川県立中央病院  杉 理恵  技師 



 

 

 

令和元年度 香臨技・4 県合同 血液検査研究班 「形態検査研修会」 

 

令和元年 9 月 29 日（日） 香川大学医学部 実習棟 

9：00～9：30 参加受付 

 

   総合司会：三豊総合病院 藤村 一成 技師 

    9：30～9：35 開会挨拶 

   香川県臨床検査技師会 血液研究班班長 

 香川県立中央病院   杉 理恵  技師 

9：35～9：45  オリエンテーション（実習方法説明） 

三豊総合病院     藤村 一成 技師 

 

１．「鏡検実習１」 

9：45～10：45  第１、２症例鏡検実習 

10：45～11：45  第１、２症例解説 

  第１症例：松山赤十字病院     杉原 崇大 技師 

     第２症例：高知大学医学部附属病院 出間 智行 技師 

 

２．「ランチョンセミナー」 

 11：45～12：45   

座長：香川大学医学部附属病院 竹内 彰浩 技師 

      「血友病の話題と合成基質法による凝固因子定量について」 

シスメックス株式会社 広島支店学術サポート課  

永井 裕雄 先生 

「がんゲノム医療の最新情報について」 

シスメックス株式会社 LS 市場開発部  

遠藤 岬  先生 

 

     （12：45～13：30 休憩） 

 

３．「鏡検実習２」 

13：30～14：30  第３、４症例鏡検実習 

        14：30～15：30  第３、４症例解説  

     第３症例：香川大学医学部附属病院 西谷 真里 技師  

     第４症例：徳島大学病院 池亀 彰茂 技師  

 

15：30 閉会あいさつ  

香川県臨床検査技師会 血液研究班班長 

香川県立中央病院    杉 理恵  技師 


